
創　立 ● 大正12年８月３日
本　店 ● 東京都台東区台東2-8-2
出資金 ● 201億円
預　金 ● ２兆383億円
貸出金 ● 1兆3,582億円
会員数 ● 112,317名
役職員数 ● 1,446名
店舗数 ● 64店舗
            （うち有人出張所５・インターネット支店１）

令和２年9月30日現在概 要

令和２年 4 月 1 日～9 月 30 日



当金庫は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて早急に危機管理本部を立ち上げ、「感染症拡大の防止」と信
用金庫の使命である「中小企業への迅速かつ円滑な資金の供給」に取り組んでまいりました。また、新しい時代に
適応するため、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）などの業務改革を進めています。今後も事業者の方々の悩
みや不安に一層寄り添い、ともに考える伴走型営業活動を展開してまいります。

当金庫は、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けた事業者の皆さまへのご融資に積極的に取り組んだ結果、３～９
月の実績が、1９,157件4,175億円となりました。特にお客さまにとって金利や返済方法にメリットの高い「緊急制度融資」の取扱
いにおいては、東京信用保証協会管内の金融機関の中で最多となっています。

コロナ禍における中小企業の現状について、５～７月に当金庫本店のお客さま
と営業係がNHKの密着取材を受け、コロナ対策関連融資への取り組みが下記
の２番組で放送されました。

・NHKBS1スペシャル … 7/24・8/1・8/20・11/8
　 「コロナ倒産を防げ 下町信用金庫の二か月」（50分）
・NHK総合『ストーリーズ』… 10/5
　 「コロナ倒産を防げ 下町経営者と信用金庫」（30分）

※東京信用保証協会の承諾件数はP5をご覧ください。
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令和２年上期 相談件数   445 件 
　　　　　　　　　　（個人：74件／法人：371件）

お客さまが抱えるさまざまな相談ニーズに本部「お客さまサポート部」の専門スタッフ
が営業部門や外部専門機関などと連携し、個別課題の解決に取り組んでいます。また、
ニューノーマル時代に適応し、リモートでご利用いただける「オンライン相談」や 
「WEBセミナー」を実施しています。

お客さまと職員の安全・健康を守るための各種対策を
実施しています。

上期相談内容

  各種補助金

  事業承継

  Ｍ&Ａ

  相続・贈与

  経営支援

  販路開拓

 ＩＴ活用

  海外展開

  資金調達

  知財技術

  その他

　  合 計

件数

71

67

57

55

47

46

34

17

9

9

33

445

当金庫の営業店と本部を繋ぐ専用ネットワークを使用した安全性の高い遠隔相談シス
テムを10月に導入しました。「相続」「事業承継」をはじめ、「投資信託」「年金」「生
命保険」などに関する専門的なご相談が営業係のタブレット端末やお取引店のPCか
らご利用いただけるようになりました。

３密状況回避の観点から集合型のセミナーを休止しているため、
７月からオンライン会議システム「Zoom」を利用したWEBセミ
ナーを開催し、数多くの方に参加いただきました。

・職員の健康管理を徹底（検温・マスク着用・消毒）
・ロビー・ＡＴＭにソーシャルディスタンス表示
・店頭が混雑する時間帯のご案内
・混雑時の入店人数制限
・営業係のアポイント訪問
・時差出勤・交代勤務・フロア別勤務など

・「アフターコロナを乗り越えるために知っておきたい３つのこと」
　７月３・17・29日
・「2020年度下期のグローバル投資環境と投資戦略」９月24日
・「テレワーク導入の検討と成功するコツ」９月25日
・「withコロナ時代の働き方と会社を護る経営手法」10月13・15日



ACCは、中小企業の発展を通じて地域の発展に寄与することを目的に、当金庫が平成8年に設立した一般財団法人です。

令和２年度上期は、コロナウイルス感染症の影響により一
旦すべての事業を休止しましたが、下期からオンライン講
座や人数を制限した研修の開催など、３密を回避しながら
徐々に活動を再開しています。
10月23日、中堅社員の方に向けて初のオンライン研修
《次代のリーダーが会社をさらに強くする「変革の時代」
のリーダーシップ》を無料で開催しました。また、例年多
くの方に参加いただいている「新春経営者講座」もオンラ
インによる開催となります。

 令和2年度上期「創業支援融資」   818先
 240億円

設立5年以内の事業者向け融資

地域の雇用増加や地域内事業の活性化のため、新たに事業を立ち
上げる方や創業期の企業の方へ、お客さまのニーズに合った情報
提供、創業補助金制度の紹介、ご融資を行っています。

令和元年度 令和2年度上期平成30年度平成29年度

834先 828先 818先848先

164億円
175億円

214億円
240億円

当金庫は台東区・江戸川区の創業支援等事業計画と連携し、創
業希望者や創業５年以内の方を対象に、「朝日創業塾」を平成
30年から毎年開講しています。経営・財務・人材育成・販路開拓
の全4回の講座を受講した方には、区より証明書が交付され、区
内で会社を設立する場合の登録免許税軽減や信用保証協会の
創業関連保証の特例などが受けられます。

▶経営者・従業員に対する研修事業　
▶企業振興のための助成事業　
▶異業種交流事業　

令和2年度　・「たいとう朝日創業塾」 全４回︓10／1～11／19（会場︓西町ビル）
　　　　　  ・「えどがわ朝日創業塾」 全４回︓10／８～11／２６（会場︓タワーホール船堀）



新型コロナウイルス感染拡大防止のため、介護や福祉の現場などで役立てていた
だくことを目的に、「アルコール消毒液」計820ℓを8～9月にかけて都内13区の社
会福祉協議会へ寄付しました。

【寄贈先】台東区・文京区・江戸川区・墨田区・足立区・板橋区・荒川区・千代田区・
　　　　葛飾区・江東区・北区・中央区・練馬区の社会福祉協議会

『ゴミとして廃棄されるペットボトルキャップを収集し、そのリサイクルによる収益金で途上国の子どもにワク
チンを贈る』というエコキャップ推進活動を当金庫は平成20年から展開しています。
　※令和２年度はコロナウイルス感染症の影響により８月以降の回収を一時休止しております。

シニアのお客さまとそのご家族の皆さまがこの先も安心して暮らせるよう当金庫の
商品・サービスをさらに充実させました。経験豊富な弁護士によるサポート体制、外
部専門企業と連携したサービスなど、お客さまの大切な財産をお守りします。

・朝日贈与定期預金「こころづくし」
・朝日暦年贈与預金「たより」
・支払制限付定期預金「たすく」
・家族信託

・重要書類お預かりサービス
・代理人サービス
・見守り支援・財産管理
・警備・家事代行など

当金庫のフェイスブックでは、新型コロナウイルス感染拡大
で影響を受けている地元の飲食店・小売店の皆さまを応援す
るため、7月から「地元応援団プラス朝日」をスタート。お取引
先の特徴やおすすめ商品などを毎日１軒ずつ紹介しています。

朝日信用金庫公式フェイスブック
https://www.facebook.com/asahishinkin/

令和2年度上期回収実績       4,047,160個
累計　1億6,659万個

これを換算すると…

に相当します。

▶ ポリオワクチン … 約19万8千人分
▶ 二酸化炭素の削減 … 約1,252㌧

集客応援粗品：パンナピッタの
　「抗菌マスクケース」をご用意しました



　令和２年９月末

　令和２年９月末

令和２年９月末

令和２年３月末 令和２年９月末

令和２年３月末 令和２年９月末

令和２年９月末

預かり資産預金積金

単位:億円

公共債
3億円

個人年金保険等
1,004億円

投資信託
394億円 預かり資産

1,403億円

個人向け国債、
都債、区債等

預金積金
2兆383億円

その他
1,780億円

法人預金
6,189億円

個人預金
1兆2,413億円

残 高  比 率
製造業 957 7.0%

建設業 1,067 7.8%

情報通信業 481 3.5%

運輸業、郵便業 236 1.7%

卸売業、小売業 2,539 18.6%

金融業、保険業 992 7.3%

不動産業 3,306 24.3%

学術研究、専門・技術サービス業 370 2.7%

宿泊業 150 1.1%

飲食業 282 2.0%

生活関連サービス業、娯楽業 123 0.9%

教育、学習支援業 231 1.7%

医療、福祉 194 1.4%

その他のサービス 317 2.3%

その他 88 0.6%

2,240 16.4%

合 計 13,582 100%
※業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しています。

 その他 信用組合 信用金庫 第二地銀 地方銀行 都市銀行 

1兆1,388億円

1,446億円 1,403億円

個人

1兆3,582億円

18,064件
6,695件 10,151件

310件

37,415件

132,122件

当金庫

9,574件

▶貸出金業種別構成

合計額

1兆7,789億円

1兆9,236億円

2兆383億円

2兆1,786億円
 91,233件

公的年金受給口数
令和２年８月末



令和元年9月末 令和２年３月末 令和２年９月末

経常利益コア業務純益 当期純利益

22
億円

国内
基準 
 4％

自己資本額 自己資本比率

8.75％8.65％

854億円

単位:億円

２年3月末
評価損益（A） 取得原価

２年９月末
時  価 評価損益（B）

増  減
評価損益（B）-（A）

国債 1 129 130 1 -0

地方債 - - - - -

社債 11 618 626 7 -3

株式 -40 229 201 -28 12

外国証券 9 1,427 1,509   81 72

その他の証券 -7 337 345 8 16

  合 計 -26 2,743 2,814 71 97

※評価損益の中には満期保有目的、売買
　目的の債券に係るものも含んでいます。
※時価は、期末日における市場価格等に
　基づいております。
※「外国証券」は、ユーロ円債および外貨
　建債券等です。
※「その他の証券」は、優先出資証券およ
　び投資信託等です。

876億円

令和２年３月末 令和２年９月末 令和２年３月末 令和２年９月末

 3.31%
2.80%

378億円 381億円

29
億円

18
億円

40
億円

30
億円

33
億円

18
億円

55
億円

14
億円



この冊子は、カーボンオフセットを通して
CO2削減事業を支援しています。

本部／東京都千代田区東神田2-1-2
https://www.asahi-shinkin.co.jp/

本資料の計数は単位未満を切り捨てて表示しておりますので表やグラフの合計が一致しない場合があります。 
令和２年9月末の計数は、仮決算に基づくもので監査法人の監査は受けておりません。

▶なぎさ支店
なぎさ支店は新築工事のため、４月13日
より東葛西支店内に移転しました。また、
工事中でもお客さまの利便性を損なわな
いよう旧店舗近隣にＡＴＭ店舗「なぎさ
出張所」をオープンいたしました。なお、
新店舗は令和３年４月完成の予定です。

なぎさ出張所（ATMのみ）
江戸川区南葛西４-５-６
［平   　日］８時 ～ 21時 
［土・日・祝］８時 ～ 17時

令和３年4月完成予定
なぎさ支店新店舗

なぎさ出張所
（ATM）

左近通り

清砂大橋通り

環
七
通
り

葛西駅 東葛西支店
なぎさ支店仮店舗

★

当金庫が取り扱う米ドル送金事務が極めて優秀であるとして、米国JPモルガン・チェース
銀行（NY本店）より、「2020顧客送金部門：優績決済表彰」をいただきました。これは2011
年から10年連続での受賞となります。また、
あわせて「エリート称号」も７年連続で付与さ
れ、邦銀では唯一の受賞となりました。

当金庫は、お客さまが安心してご利用いただけるよう全店
のＡＴＭをはじめ、両替機・窓口受付機のタッチパネルに
抗ウイルス・抗菌シート「RIKEGUARD®（リケガードＴＭ）」
を施工しました。このシートには抗ウイルス加工が施され、
表面に付着したウイルスを
99.99％不活性化させる
機能を持って
います。

当金庫が永年取り組んでいる仕事と育児
を両立できる職場環境の整備に対する
実績が認められ、厚生労働省東京労働局
より「次世代育成支援対策推進法認定マ
ーク（くるみん）」を平成21年から5期連
続で取得しました。さらに、高い基準を満
たしたことで都内信用金庫では初となる
「プラチナくるみん」の認定も併せていた
だきました。

▶彦成支店
9月7日、彦成支店はブランチ・イン・ブランチ（店舗内店舗方式）として
三郷支店内に移転しました。

※コロナウイルスの影響により、全店窓口の昼休業を当面の間継続させていただきます。

なぎさ支店移転先
江戸川区東葛西６-31-７ 東葛西支店内
TEL.03-5674-7011
※電話番号は変更ございません。

〈表彰名〉
2020 Elite Quality Recognition Award


